
治療院コード 治　療　院 代　表　者 住　　　所  　  電話番号

1001 飯田鍼灸整骨療院 飯田　康隆 上宮永104-1 0979-22-8646
1030 磯村マッサージ治療院 磯村　幸子 大字今津635-5 0979-32-8026
1010 貞許治療院 貞許　正志 大字如水1800-4 0979-32-3904
1011 自律神経機能回復センター 佐藤　陽二 豊田町1-12-5　ｾﾝﾁｭﾘｱﾈｯｸｽ201 0979-22-6336
1026 心久安 青佐　啓治 大字上宮永1019-1 0979-22-8093
1017 豊武鍼灸療院 豊武　憲十郎 下宮永1-52-25 0979-24-9033
1027 ハレルヤ治療院 福万　泰典 大貞316-122 0979-23-8322
2005 山崎鍼灸院 山崎　泰 本耶馬溪町大字戸原 0979-54-2619
2006 　　　〃 山崎　洋子 　　　　　〃 　　　　〃
1023 吉崎鍼灸院 吉崎　章治 湯屋238 0979-22-3834
1029 中津ハリエット 奥村　健志 大字蛎瀬849番地2 0979-64-8189
3005 鍼灸治療院　光訪堂 江口　正文 大字佐野 0978-24-1798
3007 マッサージいこい 藤原　基伯 大字御玉75-3 0978-22-0957
3008 みぞかみマッサージ 溝上　昌宏 玉津新屋敷982 0978-24-3278
5003 岩井鍼灸院 岩井　正幸 大字閤473-6 0978-33-0811
5016 エムズはり・きゅう整体院 佐藤　優 安心院町下毛2167-1 0978-44-2203
5006 金田鍼灸総合センター 金田　智道 上高家1338-2 0978-33-1220
6005 養生健美治療院 吉武　博文 江須賀4054-4 0978-38-5254
7003 荒金療院 荒金　実 平田町5-7 0977-66-2761
7064 板井治療院 板井　良美 火売町2組 0977-66-5542
7070 いとう治療院 伊藤　寿光 東荘園9-1 0977-22-3077
7008 衛藤鍼灸治療院 衛藤　政徳 鉄輪風呂本1組 0977-66-5493
7076 河村治療院 河村　奈美子 末広町2-5 0977-75-8780
7015 工藤鍼灸院 工藤　頌二 亀川四の湯町11-11 0977-67-3767
7016 倉本鍼灸指圧治療院 倉本　晃吉 西野口町15-47 0977-22-1858
7022 佐藤治療院 佐藤　幸子 楠町6-27 0977-24-2993
7001 千年堂鍼灸療院 鶴田　真一 野口元町9-38 0977-23-3001
7029 たかはし鍼灸院 高橋　勇 鶴見町8-1 0977-23-2107
7078 野口鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ治療院 野口　直哉 野口元町2-4 0977-24-1311
7080 はり灸ﾏｯｻｰｼﾞ治療院　ｺｺｶﾗ 石井　靖隆 鶴見6組1 0977-84-7330
7060 はりきゅう和田 和田　茂樹 平田町3-23 0977-66-1508
7044 藤井鍼灸院 藤井　眞一 亀川浜田町9-14 0977-67-2193
7045 ふじや治療院 藤川　雄一郎 駅前本町7-5 0977-22-6506
7025 双葉マッサージ 菅　房男 松原町18-29 0977-23-4708
7048 松下治療院 松下　秀夫 上人仲町8-12 0977-67-3459
7081 にしだ訪問ﾏｯｻｰｼﾞｾﾝﾀｰ朝見鍼灸院 西田　良一 朝見1丁目18-5 090-1166-2555
8001 小石久司治療院明門 小石　久司 大字片野592-2 0978-62-4188
8002 佐々木はり漢方療院 佐々木　聖二 奈多194-9 0978-63-8785
9007 長野鍼灸療院 長野　修 山香町立石276 0977-76-2691
8006 藤原漢方堂鍼灸院 藤原　敬三 大字杵築757-17 0978-63-0002
9004 工藤鍼灸院 工藤　修三 日出町豊岡914-73 0977-72-7753
9010 中出口鍼灸院 中出口　靖彦 日出町大神9535-80 0977-72-7503
10005 安岐治療院 高橋　通博 安岐町下原463-37 0978-67-3026
10001 荒木鍼灸院 荒木　良祐 国東町北江252 0978-72-0853

―　１　―
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治療院コード 治　療　院 代　表　者 住　　　所  　  電話番号

11002 麻生鍼灸療院 麻生　陽子 敷戸駅北町6-10 097-567-3951
11009 石井鍼灸院 石井　吉文 大字松岡5342-1 097-520-4353
11011 石田治療院 石田　孝志 王子町9-12 097-532-9549
11014 今池鍼灸院 今池　秀利 羽田2組1-Ｃ 097-569-8555
11071 オアシス第一病院勤務 野崎　勲 東鶴崎3-3-19 097-527-2211
11129 大分鍼灸院 杉若　晃紀 千代町1-10-1 097-535-1355
15001 古中漢方はり院 古中　俊 大字志生木565 097-575-4721
11022 大森治療院 大森　広幸 下郡南4丁目2番40号 097-567-9351
11065 漢方堂長野鍼灸院 長野　康司 大手町3-2-2　大手法曹ﾋﾞﾙ3Ｆ 097-535-1525
11117 きさらぎ鍼灸院 佐藤　浩子 萩原3-19-22 097-556-2348
11028 喜明園マッサージセンター 山崎　英二 中島東1-2-28 097-532-8450
11116 玄珠堂 北林　達也 府内町2-6-17　ｱｸｱﾋﾞﾙ201 097-537-9271
11062 香鍼館 仲野　健二 永興三ケ田町168-1　ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ2F 097-535-8044
11037 五反田治療院 五反田　隆 南太平寺3組 097-545-3885
11127 後藤治療院 後藤　邦夫 大字市尾94番地 097-592-1444
11034 小仲鍼灸院 小仲　二三男 中央町3-1-11　姫野ビル2Ｆ 097-532-4818
11036 こもと鍼灸院 古本　忠之 大道町3-1-10　ｺｰﾎﾟｱｲ5-105 097-543-8864
11123 佐藤鍼灸治療院 佐藤　健造 光吉新町7-2-Ａ 097-567-8939
11145 佐藤はり・マッサージ 佐藤　弘 高松東1-2-6 097-558-5562
11146 敷戸マッサージ 芦刈　哲雄 敷戸西町1-12　109号 097-568-5466
11151 嶋村鍼灸整骨院 嶋村　剛 坂ノ市中央1-3-28 097-593-4189
11047 宿利一宝堂灸院 宿利　正幸 顕徳町1-11-1 097-537-4631
11130 首藤啓鍼灸治療院 首藤　啓 府内町2-1-22　ﾏｷｶﾜﾋﾞﾙ302号 097-594-0088
11048 首藤鍼灸院 首藤　傳明 大字南65番地 097-527-5518
11126 鍼灸ゆうあん 武津　美奈子 津守2-3 097-569-3519
11052 高木鍼灸院 高木　克命 金池町4-8-42 097-534-7310
11136 田代治療院 田代　勝久 浜の市1-3-24 097-538-5752
11056 堤鍼療所 堤　俊彦 金池南2-17-15 097-544-3230
11141 季松鍼灸院 季松　輝 大字中戸次5185-2　 097-597-4539
11018 独立治療院 梅木　龍男 東津留1-7-21 097-552-8235
11138 二宮鍼灸 二宮　清三 角子原2-4-19 097-592-2332
11070 野上鍼灸院 森下　信乃 東鶴崎1-7-24 097-523-5027
11072 野崎鍼灸治療院 野崎　日出木 下郡北3-24-25 097-567-6503
11073 橋本漢方鍼灸療院 橋本　守 二又2組 097-545-4364
11075 羽田野鍼灸療院 羽田野　慶夫 木の上92-15 097-541-4327
11131 はりきゅう花の香 牧　結花 小池原354-5 097-558-5315
11157 はりきゅう　あんのん 八田　裕子 下郡工業団地3475　下郡温泉2F 090-7985-2116
11082 姫野鍼灸治療院 姫野　真一 南鶴崎3-2-19 097-521-1492
11086 本田治療院 本田　哲彦 南春日町11-35　学園ﾊｲﾂ206 097-545-7793
11091 三浦はり指圧院 三浦　隆 金池町5-8-12 097-532-4626
11132 めぐみ助産・鍼灸院 渡辺　恵美 中戸次4623-5 097-597-6920
11019 やすらぎ治療院 衛藤　良憲 顕徳町1-8-5 097-532-5453
11097 山口鍼灸院 山口　隆一 椎迫4-4 097-545-8960
11098 山口鍼灸院 山口　徳則 富士見丘7区160 097-542-0362
11099 山田鍼灸院 山田　耕三 牧3-8-17 097-551-6816
11150 やわらぎ治療院 馬場　智夫 府内町1-3-3　第2馬場ﾋﾞﾙ1Ｆ 097-547-7450
11158 ユウ喜治療院 原　サチ帆 高城台10-93 090-8665-5381
11159 吉野鍼灸院 吉野　富子 南生石西4組 097-532-5927
11140 来楽来大分 篠原　一孝 南津留4-1　池辺ﾋﾞﾙ209 097-552-0636
11133 療整院すがもと 菅本　昌男 北下郡11-9　クリスタル温泉 097-553-4603
11160 訪問あんま・ﾏｯｻｰｼﾞ　ｽﾏｲﾙ 井上　和恵 葛木982-10 097-599-6334
11162 訪問マッサージ　どりぃむ 河津　明治 中戸次1304-2 097-597-7422
15002 natural-healingのあ 安部　里津佳 府内町2-5-40　盛文堂ビル2F 　 080-1787-0303
15003 眞名井鍼灸研究所 河内　輝美 城崎町2-2-12-103　P＆Cビルディングパークサイド 097-513-4189

大分市

―　２　―



治療院コード 治　療　院 代　表　者 住　　　所  　  電話番号

12001 大塚針灸接骨院 大塚　州章 大字市浜土手添758-1 0972-62-9147
12002 小畑鍼灸院 小畑　矩胤 福良5組の2 0972-63-6968
12006 田中鍼灸院 田中　英一郎 市浜アストピア区4組の1 0972-63-7922
12009 鍼灸院　匠 佐藤　範幸 大字海添2573-25 0972-63-0844
12011 今村鍼灸整骨院 溝部　美紀 大字市浜1201-2 0972-63-3350
13001 麻生はり治療院 麻生　恒雄 上宮本町10-1 0972-82-8911
13017 かんぽう鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ院 松下　善信 中央町18-12 0972-82-0779
13016 柴田按摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧治療院 柴田　俊治 宮本町15-2 0972-82-9918
13008 高瀬治療院 高瀬　昭生 宮本町16-8 0972-82-4015
13009 長谷治療院 長谷　真司 入船西町10-13 0972-82-0447
13014 宮浦鍼灸院 宮浦　二四 港町3-15 0972-82-9181
14003 立川鍼灸院 立川　盛男 湯布院町川上3752-6 0977-85-2300
14004 田中鍼灸院 田中　やよい 湯布院町川上2945-14 0977-84-4302
17002 片山鍼灸院 片山　直道 弥生町尺間 0972-46-1615
16035 堅田治療院 川野　真司 大字長谷3551 0972-22-8972
17008 かわうち鍼灸院 川内　数敏 中村南町7-37 0972-23-3080
16036 吉祥堂鍼灸院 横山　哲史 長島町2-24-25 090-4719-5888
16013 木村鍼灸院 木村　正雄 城南町26-1 0972-22-3409
16015 小西鍼灸院 小西　晋司 海崎大宮区5班 0972-27-8284
16023 さわやかマッサージ 田原　淑子 上岡1339-23 0972-23-2173
16004 大司指圧治療院 大司　邦勝 長島1-13-10 0972-22-2568
17004 高橋鍼灸院 高橋　又美 弥生町上小倉1066-3 0972-46-1991
16022 高原鍼灸院 高原　正富 中村西町1-26 0972-23-5586
17005 竹屋治療院 竹林　敬文 宇目町花木1861-1 0972-52-1670
16026 中浦鍼灸院 中浦　俊充 池船町20-5 0972-24-3016
16029 浜松鍼灸院 浜松　ミツ子 春日町6-26 0972-23-8677
17009 はやし治療院 林　栄治 蟹田6-20 0972-23-1894
16001 はりマッサージ青山 青山　憲一 常盤南町5-3 0972-23-7010
16030 富士治療室 疋田　清実 城下東町3-1 0972-22-0406
16032 宮本鍼灸院 宮本　美津雄 長島町1-35-12 0972-22-6866
16034 やまなか鍼灸院 山中　裕輔 中ノ島3-3-55 0972-23-1525
19006 桑畑鍼灸治療院 吉野　英明 直入町長湯3272-1 0974-75-2612
18003 千房鍼灸マッサージ療院 千房　克己 大字竹田1864 0974-63-2034
19004 羽田野鍼灸院 羽田野　廣司 直入町長湯7981-10 0974-75-3335
19008 　　　　〃 羽田野　敏子 　　〃 　　　　〃
20024 ふじわら針灸院 藤原　義高 大字竹田町289番地 090-9634-5758
18002 ほほえみ鍼灸院 下田　一男 玉来590-4 0974-63-3634
19005 吉野鍼灸療院 吉野　英治 直入町長湯7993-5 0974-75-2046
20015 あいあい鍼灸院 首藤　星峰 三重町内田2704-4 0974-22-8400
18006 いちば鍼灸マッサージ院 河野　裕一 三重町市場1347-1 0974-22-4477
20021 癒し空間つぼﾂクル 大石　慎也 三重町小坂4110-3 080-8560-6792
20009 漢法治療院 佐藤　美恵子 三重町向野1170 0974-22-3077
20004 釘宮治療院 釘宮　晶子 朝地町朝地駅前 0974-72-0465
20025 つぼみーる 児玉　達典 三重町芦刈471-20　Ｗ301 090-9565-6337
20017 下田鍼灸治療院 下田　文三 緒方町馬場299-1 0974-24-4567
20019 鍼灸マッサージ　ルバート 髙森　智也 犬飼町田原359-1 097-578-1717
20023 戸崎鍼灸院 戸崎　昭一 三重町玉田1137-5 0974-22-7372
20010 戸上鍼灸院 戸上　秀喜 犬飼町新道3993 097-578-1065
20026 わくわく鍼灸マッサージ院 工藤　清正 三重町市場1163番地 0974-22-0018

―　３　―

由布市

佐伯市

竹田市
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治療院コード 治　療　院 代　表　者 住　　　所  　  電話番号

21009 浦塚鍼灸院 浦塚　國男 隈1-1-4 0973-22-2022
21026 花月はり灸院 光永　多香子 豆田町6-26 0973-24-2190
21010 川津鍼灸治療院 川津　英也 豆田町9-13 0973-23-2388
21013 桑野鍼灸院 桑野　哲夫 中釣町471-3 0973-23-8754
21022 志津里鍼灸マッサージ療院 志津里　英美 亀山町3-28 0973-24-3613
21023 高村鍼灸院 高村　幸彦 三本松1-4-32 0973-24-7123
21024 中島鍼灸療院 中島　誠 元町19-19 0973-22-4657
21007 白十字治療院 梅木　昇 亀山町1-30 0973-23-8508
21031 ぽっかぽか治療院 井上　知利 三本松2-1-34 0973-23-7212
21032 もみの木治療院 山口　哲治 丸山1-10-11 0973-27-5454
21033 株式会社　サンク・アシスト 林田　勝幸 大字日高1200番地の5 0973-24-5100
23002 石井鍼灸院 石井　達也 玖珠町塚脇新田中三角 0973-72-2209
23009 渡辺治療院 渡辺　東海 玖珠町帆足87-6 0973-72-0665

日田市

玖珠郡

―　４　―

―　４　―



治療院名称 代表者 住　所 ℡

手島はり灸院 手島　和彦 大字中原337番地の3 0979-32-8308

久保マッサージ 久保　勝敏 堅浦大字久保浦1268-1　朝飛様方 0972-82-7736

ニシダ長命堂はり灸院 西田　幸生 秋葉町6番26号 0977-22-8808

青空別府 松川　裕子 野口中町3-27 0977-27-5672

ハリ・キュウ治療院ミズオチ 阿部　容子 府内町1丁目6-12 097-537-2025

㈱大分住宅医療センター 衛藤　昭彦 ふじが丘西区57-1 097-567-4032

はり・按摩・日名子医院 日名子　安善 田尻520-3 097-542-4183

松鶴堂 野上　和生 原新町18番1号 097-551-8720

吉田はり治療院 吉田　隆雄 上市浜7組 0972-63-6569

小松鍼灸治療院 小松　文夫 国東町大字鶴川 0978-72-1084

新星堂 吉良　照義 常盤西町3番9号 0972-23-1234
さわやかマッサージ 田原　勝乙 上岡1339-23 0972-23-2173
五反田鍼灸院 五反田　明 淡窓1丁目4-31 0973-22-5285

　　 　　　　　　　　　　　 　必要事項を記入・押印のうえ、所属所長が証明後、互助会へ郵送してください。

＜補 助 額＞

＜請求期限＞

日田市

請求期限切れには十分ご注意ください。（会員資格喪失後の請求はできません）

津久見市

大分市

別府市

国東市

＊指定解除（2018年3月31日施術まで補助対象）

佐伯市

給規様式第5号用紙・・・施術料明細書兼領収書に治療院の証明をもらい、

＜請求方法＞

施術料2,000円以上、1日1回に限り500円を補助します。

請求事由発生月の翌月以降3年以内です。

中津市

臼杵市


